
　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月19日 9月8日 海水浴場の公衆トイレを新しくして下さい！
この夏、子供を連れて初めて、井田、戸田、大瀬の海水浴場へ行きました。
どこも公衆トイレが汚くとても不快でした。女子トイレは和式から全て洋式に
して欲しいです。素足で利用できるほど、新しく清潔なトイレにして欲しいで
す！
　大瀬の駐車場のトイレは洋式が故障中でビチャビチャの和式しか使えませ
んでした。戸田の博物館の下のトイレはかなり古くて怖かったです。3ヶ所と
も朝早くは、お掃除をして頂いてあるようでしたが水浸しで。利用者が多いた
め、帰りには匂いも不快で。底に穴が空いているマリンシューズでしたので、
利用をためらい悲しかったです。
　沼津市の海水浴場の水質は、全国トップ3を占めると全国版のテレビで見
て、すごい！と思いましたが。せっかく、きれいな海に入っても、トイレが汚け
れば気分が台無しでガッカリしてしまいます。観光資源にするためにも、まず
はトイレが綺麗なことが第一です。トイレが綺麗なら、海水浴シーズン以外で
も、度々西伊豆へ行きたいです。
　西伊豆エリアは、コンビニ等トイレを利用できる場所が少ないので。ぜひと
も、早急に公衆トイレを新しくきれいにして下さい。
　市長さん、女子トイレも視察してみて下さい。子供がビーチサンダルでも入
れるようなトイレにして下さい！！
　ぜひとも早急にお願い致します。

　観光地における公衆トイレは、その地域の印象を大きく左右する重要な観光施設であると認識しております。
　清掃に関しましては、皆様に気持ちよく利用して頂けるよう、日常的に清掃業者による維持管理に努めており、
夏季期間については、毎日清掃を行っておりますが、短期的に公衆トイレの利用が集中した直後や利用者のマ
ナーによっては、清潔な状態を維持するのが一時的に困難になってしまうことがあります。そのような状況を踏ま
え、張り紙による利用者へのマナー啓発や清掃方法の見直しなどを行うことで、皆様が気持ちよく利用できる公衆
トイレの維持管理に努めております。
　観光地における公衆トイレの改修につきましては、修繕計画に基づき、洋式化や自動水栓化を計画的に進めて
おり、本年度は、三津、木負、戸田出逢い岬、戸田中央桟橋にある公衆トイレの洋式化等を実施いたします。
　なお、ご指摘いただきました井田や大瀬の公衆トイレにつきましては、海水浴場付近のトイレであり、ご利用上、
和式トイレのニーズも一定数あることから、今後、利用状況などを踏まえ、洋式化などの改修も検討してまいりま
す。
　また、大瀬公衆トイレの故障につきましては、現在、施工業者へ修繕を依頼しているところであり、早急に対応し
てまいります。
　戸田造船郷土資料博物館の１階外トイレにつきましては、今年10月に手洗いを自動水栓にするなどの改修を行
う予定であります。また、照明についても明るい蛍光管を取り換えるなど、利用しやすい環境整備に取り組んでま
いります。
　引き続き、多くの皆様に気持ちよくご利用頂けるよう、清掃の徹底を図るなど、清潔で好印象を与えられる施設
となりますよう、維持管理に努めてまいります。

観光戦略課

          令和４年８月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月1日 7月11日 100周年は制度の変更や廃止の契機に
100周年まであと1年、おめでとうございます。
100周年にあたり私が思うのは、100周年を、今までできな
かった制度の変更や廃止の契機にしてほしいということで
す。長年続いてきてやめられないもの、変えれなかったも
の、あると思います
例えば高架化計画の時代に即した変更、ゴミ収集方法の
変更、祝い金制度の廃止、架空団体への補助金の廃止な
ど
100周年の記念行事もいいですが、行事は2，3個にとど
め、制度の見直しに手間ひまを費やしていただきたい。各
部署で1つは必ず見直すというのはどうでしょう　住み良い
沼津のため　100周年で住み良い街にならねば意味がない
今必要なのは一過性の目玉行事でなく、現実の直視
次の100年は間違いなく人口縮小社会、職員だって減るで
しょう　どうダウンサイジングしていくか、そこに知恵を絞っ
ていただきたい
優秀な職員の皆様、どうぞ宜しくお願いします

　本市では、令和５年７月１日の市制100周年を迎えるにあたって、「先人達への感謝と敬意」「誇りと
愛着」「市民との協働」「次の100年への新たな一歩」を基本的な考え方として、市民、企業や各関係
団体と連携して記念事業を推進しています。
　記念事業の実施につきましては、これら基本的な考え方に基づき、一過性のイベントで終わること
なく、明るい未来に繋がるような事業を実施していきたいと考えております。
　また、本市では、人口減少社会においても、市民の生活環境や地域経済を維持し、まちの活力を
保つため、「第２期沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するなど、長期的視点に立ったまち
づくりを推進しております。
　さらに、毎年度、市民アンケートや各種指標を用いて施策の評価を行うなど不断の改善を進めてい
るところです。
　ご指摘のとおり、人口減少社会においては、持続可能なまちづくりを推進する上で、事業規模の縮
小（ダウンサイジング）も必要な要素の１つであることから、頂きましたご意見を今後の参考とさせて
いただきます。

政策企画課

          令和４年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月2日 6月16日 食のイベント
沼津市では来年１００周年を迎えてSea級グルメのイベント
を開催する。
このイベントは海の幸を利用したイベントと聞く。
その時に先日開催していた港の街バルなどのイベントを一
堂に集めて実施したらどうだろう。

　Sea級グルメ全国大会は、来年の10月28日（土）、29日（日）の2日間、沼津港（みなとオアシス沼津）
で開催します。このイベントは、全国のみなとオアシスに登録している港から出店があり、各地の水
産物を使った自慢の料理（Sea級グルメ）が販売され、そのNo.1を来場者の投票によって決定するも
ので、全国から多くの来場者を見込んでおります。
　5月28日（土）に開催された、ぬまづ港の街バルは、ぬまづ港の街BAR実行委員会の皆様が主催し
ており、例年多くの来場者でにぎわっております。
　市制100周年という記念の年に多くの方に訪れていただくよい機会であることから、本市の魅力を
感じ、満喫していただけるよう、ご提案いただいた他のイベントと同時開催も含め、よりよい大会とな
るよう関係団体等と検討してまいります。

水産海浜課

          令和４年６月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

9月27日 10月8日 ぬまづ燦々レディー
『燦々ぬまづ大使』は、ジャンルや性別に捉われずに多様
性に満ちた、沼津にゆかりのある方々による素晴らしい沼
津のPRの取り組みだと思います。
それ故に、『ぬまづ燦々レディー』が令和の時代にも続いで
るのはいかがなものかと思います。
綺麗な女性がイメージリーダーとして沼津をPR…昔はそれ
で良かったのかもしれませんが、男女共同参画の視点で
考えれば、“女性の活躍、エンパワメント”というよりも、“お
もてなし＝女性”という男女の固定的な役割分担意識を強
調され、多様性への配慮がなく、今の時代の“公”として相
応しい在り方では無いように思います。
廃止、もしくは男女同数募集になされてはいかがでしょう
か？

『ぬまづ燦々レディ―』は、昭和63年に設立された「燦々ぬまづ推進委員会」にて、本市の魅力を広くPRしていくこ
とを目的に、結成されました。
以来、沼津夏まつり・狩野川花火大会をはじめとした市内外のイベント等に参加し地域の魅力をPRするなど、
「燦々ぬまづ大使」と比べ、より地域に身近な「イメージリーダー」として活躍しています。

ご指摘の『燦々レディー』につきましては、同委員会が誘客のターゲットとして注力している若年層の女性の共感
を得やすく、同年代のインフルエンサーとしての効果も高いことから、実施必要性が高いものと考えております。

また、令和の時代におけるその役割は、従来女性に期待されていた「おもてなし」から、レディー自らの「沼津の魅
力を市内外に伝えたい」という目的意識のもと、その個性と能力を十分に発揮した、主体的かつ積極的な「情報発
信」に変化しており、その活躍はイベント参加からメディア出演まで多方面にわたり、本市の魅力を広くＰＲする取
組の一つとして、効果を上げているものと認識しております。

今後につきましては、ご指摘の内容を踏まえ、多様性に配慮した、性別にとらわれない「イメージリーダー」の在り
方について、同委員会内で検討していきたいと思います。

今後とも本市の観光行政につきまして、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

観光戦略課

          令和３年９月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月24日 6月2日 食育デイキャンプ
数年前、上の子を食育デイキャンプに参加させ、その話を
聞いて、とてもいいイベントだと感心しておりました。しかし
昨年はコロナの影響なのか、なかったようです。この教室
は最後に飯盒炊飯をやるようで、コロナ禍の今、確かにみ
んなで飲食は難しいかもしれません。しかし、生産者との訪
問・交流は子どもにとっても生産者にとっても得難い経験
で、間違いなく未来につながる事業だと思います。ぜひ「食
育体験ツアー」のような形でいいので、生産者訪問を今年
は実施してほしい。昨年行かせようと思って行かせられな
かった下の子を今年こそ行かせたいです。どうぞよろしくお
願いします。

　例年８月に実施しております「食育ＤＡＹキャンプｉｎぬまづ」につきましては、市内在住の小学５・６年
生を対象に、地元農業の生産現場等の見学、収穫及び調理体験等を通し、普段食卓に上る農産物
について、より理解を深めることをねらいとして行っております。
　参加した皆様からは大変好評をいただいておりますが、昨年は新型コロナウイルスの影響を鑑み、
中止となりました。本年につきましては、感染対策や事業規模・内容を見直し、警戒レベル等の状況
を踏まえつつ、実施する方向で検討しております。
　なお、開催が決定した場合は、広報ぬまづ７月１日号、市ＨＰ等でご案内を予定しております。

農林農地課

          令和３年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月26日 5月7日 戸田「くるら温泉」開館日について
　4月26日午後12:20頃に楽しみに「くるら温泉」を訪問したら急に休
館日との事でした。事前にホームページで休館日の確認をしたら
4/24日25日は休みとありました。本日も出発前に確認したら特に
何の表示はありませんでした。約1時間半を要して休館日と言われ
てがっかりしてます。ホームページに本日も休館日と早く表示して
あれば無駄足はなかったと思います。窓口責任者は事情があって
表示してないとの話です。今後は電話確認してから来てくださいと
の事ですが、利用者には事情がわかりません。以前も同じ状況が
ありました。ぜひ改善のご検討願います。

道の駅くるら戸田の４月２６日の臨時休館に対し、大変ご迷惑をおかけしたとを深くお詫び申し上げ
ます。
また、情報発信の不備により、多大なるご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。
臨時休館の件ついては、沼津市公式ホームページで、臨時休館である旨を掲載させていただいてお
りましたが、道の駅くるら戸田のホームページに、その記載がないことから、多大なるご迷惑をおか
けして、大変申し訳ございませんでした。
今後このようなことがないよう、道の駅くるら戸田との連絡体制を強化し、迅速かつ正確な情報発信
に努めてまいります。

観光戦略課

          令和３年４月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月10日 3月1日 沼津駅の観光案内
沼津駅の観光案内について質問と意見です。
１）観光案内が１階と２階にあるのは何故ですか？
　　→２階だけで良いと思いますが？
　　　１階に「観光案内は２階です」と表示すれば良いと思い
ます。
２）観光案内の人数は削減できるのではないですか？
　　→２階だけでも３～５人は居るのでは？
３）観光案内の資料不足や担当者の知識不足を感じます。
　　→沼津の観光を活性化する為に観光地の資料や説明
がもっと充実されると良い。
いかがでしょうか？

沼津駅における観光案内を、１階及び２階で行っていることについてですが、平成３０年６月、沼津駅
を中心とした市内の周遊性を高め、伊豆半島の入り口としての観光機能の充実を図るため、これま
での１階観光案内ブースに加え、２階へ新たな観光案内所を整備いたしました。
本市の玄関口である沼津駅の改札を降りてすぐにおもてなしをすることや観光客の方々の利便性を
考えると、１階での観光案内も必要であると考えております。
次に、２階観光案内所の人員についてですが、観光誘客に関する企画の検討や情報発信など観光
案内以外の業務を行っている職員も在席しております。
最後に、ご指摘いただきました資料不足や知識不足については、より観光客の方々のニーズに応え
られるよう、各種パンフレットの充実を図るほか、観光案内業務従事者のさらなる知識向上を図って
まいります。

観光戦略課

          令和３年２月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

9月1日 9月11日 市役所庁舎で行われたプロジェクションマッピング花火他
全２件
　昨日、8/29、沼津市役所の壁にプロジェクションマッピン
グで花火を映していたとTwitterで見ました。
　このプロジェクションマッピングは
(1)誰が
(2)何の目的で
(3)誰のお金で
(4)金額はいくらかけて
　実施したのですか？教えてください。
　よろしくお願いします。

　今回実施したプロジェクションマッピングにつきましては、コロナ禍のなか人を集めてイベントを開催
することが困難であることから、その観覧方法として、ネット配信・WEB上による観覧を主として実施し
たものであり、実施の目的としましては、沼津夏まつりをはじめ本年度は様々なイベントが中止に
なったほか、経済活動の自粛などにより、観光をはじめ飲食、交通など様々な業種に影響が出てい
ることから、市民の皆さまや全国の沼津ファンの皆さまにエールを届けるため、沼津夏まつり花火大
会の映像などを活用し、市が実施したものであります。
　なお、公募方式によって選定された、このプロジェクションマッピングを制作した事業者につきまして
は、東京駅や東京タワー、高輪プリンスホテルなどのプロジェクションマッピングを手掛けた全国有数
の事業者であり、その制作技術などについても非常に高く評価されていることから、今回WEB上で観
覧された皆さま方におかれましても、その高い技術を十分お楽しみいただけたものと考えておりま
す。
　また、当日の記録映像は、市観光サイトなどで常時公開するとともに、外国語に翻訳し海外におら
れる沼津ファンの皆さま方にも配信しております。さらに、市内外で開催する観光プロモーションの際
に放映するなど、今後の本市への誘客ツールとして十分に活用してまいります。
　次に、財源につきましては国の地方創生臨時交付金を活用し、プロジェクションマッピングの制作
及び投影、WEB上での配信等の経費として、1,400万円の予算を計上しております。

観光戦略課

9月23日 10月8日 なぜ１９９３年で
　フェスタぬまづは、終わってしまったのですか？
　フェスタしずおかは、名前を駿府城夏祭りに変更して2017
年と2019年にあって羨ましかったです。
　沼津市民としては今でも疑問です。
　教えて頂けたら幸いです。
　お願いします

　フェスタぬまづにつきましては、1993年まで計19回開催された「沼津夏まつり」の幕開けを飾るイベ
ントであるとともに、若者から家族連れまでが楽しめる当時の市民の皆さま方に定着したイベントとし
て、実施しておりました。また、その組織体制として、主催を静岡新聞社・SBS静岡放送が、共催を沼
津夏まつり実行委員会がそれぞれ担い、イベントの企画・運営を行ってまいりました。
　ご質問の件について、主催者の静岡新聞社・SBS静岡放送様に確認したところ、「もともと地方再生
という観点で、地域の祭りを盛り上げるために始まったイベントでしたが、地域独自のイベント等も活
性化し、当初の目的を達成したことから中止と致しました」との回答をいただきました。
　当市としましても、「沼津夏まつり」をはじめ、「大瀬まつり」や「戸田港まつり」など地域の特色を生
かしたイベントを定期的に開催することにより、賑わいの創出や地域の活性化に努めているところで
あります。本年は、沼津御用邸記念公園が開園50周年目を迎えることから、10月10日より、沼津御
用邸記念公園をはじめ市内各所にて、イベント開催のほか装飾品の展示等を実施し、来場される
方々を心をこめてお出迎え致します。今後とも、市民の皆さま方に愛されるイベント等の企画・運営に
努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い致します。

観光戦略課

　　　　　令和２年９月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月27日 8月25日 観光促進独自キャンペーン他全１８件
　本日の朝刊に頼重市長の観光促進キャンペーンが紹介されてい
ました。
　私どもは、3月以来、それこそ、息を潜めて生活するような毎日で
す。家からほとんど出ません。近所のスーパーに行くのも回数を控
え、人の少ない時間帯を狙っている具合です。
　いよいよ、増大してきた感染者数を見て、首都圏に隣接するこの
地域でも感染増加は避けられないと思いながら、何とか東京方面
から人が来ませんようにと祈る気持ちで毎日を過ごしているところ
に、この記事が出ました。
　それでなくとも、立地は首都圏に近い分危険も大きくなっていま
す。どうか、東京からの客を呼び込むような施策はしないでくださ
い。首都圏からは来沼禁止の措置を取ってください。本当に、切
に、切にお願いいたします。生きる権利をお与えください。
　予算は直接観光業に使う（人件費の補助）などできるのではない
でしょうか。
　もう一度書きます。首都圏から人を呼ばないでください。来沼禁
止にしてください。今でも家に籠って生活しています。市民の生活
と命を守ってください。本当に、本当に、お願いします。

　沼津市では、この夏の観光シーズンに向け、コロナ禍において深刻なダメージを被った観光産業へ
の活性化策として、観光キャンペーンを発表いたしました。
　この事業等は、特に対象地域を制限するものではありませんが、７月２８日に県内の感染拡大を受
け、県が警戒レベル３から４に引き上げたことに伴い、県を跨ぐ移動には更なる注意が必要となりま
したが、主に近隣の市町の方々、また、静岡県が打ち出している「フジノミクス」「バイ・ふじのくに」な
どの経済圏である山梨県をはじめ、長野県等の皆様を想定しているところです。
　これらの事業等につきましては、政府の方針等に基づき、市内及び東部地区の感染状況を見極め
て実施してまいります。
　なお、事業等を実施する際には、沼津市を来訪される観光客の皆様におかれましては「新しい生活
様式」を遵守し、観光客の皆様をお迎えする市内事業者の皆様におかれましても、「新しい生活様
式」に加え各業界のガイドライン等を遵守するなど、責任ある行動や対応を引き続きお願いしてまい
ります。

観光戦略課

　　　　　令和２年７月分「市民の声」
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